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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製剤の表面が、促進された侵食速度及び／または溶解速度を有することを特徴とする徐
放性経口医薬製剤であって、
　該製剤は、ジクロフェナクナトリウム、グリピジド、ニフェジピン、フェロジピン及び
マレイン酸シサプリドからなる群から選択される薬剤並びに、３００－１０００ｇ／ｌの
溶解度を有する溶解促進剤を含み、
　ここで該薬剤は、１００ｍｇ／ｍｌ未満の水に対する溶解度を有し、少なくとも１種の
侵食されやすい親水性高分子マトリックス中に分散または溶解しており、
　該マトリックスは、１－１０重量％のヒドロキシプロピルセルロース及び２０－３０重
量％の高粘度ヒドロキシエチルセルロースの混合物を含むが、ヒドロキシプロピルメチル
セルロースを含まず、かつ減少した表面積を補うために促進された侵食を提供し、その結
果制御された薬物放出を維持する、
　上記徐放性経口医薬製剤。
【請求項２】
　マトリックスがさらにグアーガムを含む、請求項１の医薬製剤。
【請求項３】
　溶解促進剤が５００－８００ｇ／ｌの溶解度を有する、請求項１の医薬製剤。
【請求項４】
　医薬製剤中１－５０重量％の溶解促進剤を含む請求項１から３のいずれかに記載の医薬
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製剤。
【請求項５】
　溶解促進剤が単糖類または二糖類である請求項１から４のいずれかに記載の医薬製剤。
【請求項６】
　溶解促進剤が、乳糖、ショ糖、グルコース及び果糖からなる群から選ばれる請求項５記
載の医薬製剤。
【請求項７】
　薬学的に許容され、非揮発性で、マトリックス形成剤のガラス転移温度を低下させる能
力を有する可塑剤を同時に含有する請求項１から５のいずれかに記載の医薬製剤。
【請求項８】
　可塑剤がポリエチレングリコールである請求項７記載の医薬製剤。
【請求項９】
　医薬製剤中２０－３０重量％の溶解促進剤を含む請求項４記載の医薬製剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は制御された放出性を有する製剤に関する。本発明は特に水に対する溶解度が小さ
く薬理的に活性のある化合物を含有する制御された放出性を有する製剤およびその製造方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
活性のある物質を徐放性とする方法が知られている。たとえば、薬理的に活性のある粉末
を不溶性のマトリックスに埋め込み、そこから活性のある物質が徐々に拡散する方法であ
る。
【０００３】
錠剤の芯部に含まれた活性物質の徐放性は、芯部に半浸透性のコーティングを施し、その
コーティングを通して水と、水に溶解した活性物質が拡散する方法で達成できるし、ある
いは孔のあいた不溶解性のコーティングを通して活性物質が放出されるようにしてもよい
。
【０００４】
活性物質の徐放性は、また、一層または異なった種類の多層の薄膜からなるマイクロカプ
セルに活性物質の粒子をつめることでも達成される。ここでの多層の薄膜の例としてはそ
の一層が、腸の中での活性物質の拡散または放出を調節するようなものがある。
【０００５】
物質の溶媒中における溶解速度ｄＭ／ｄｔは下記のノイエス・ホイットニー式で示される
。
【数１】

ここでＡは溶媒に接している表面積、Ｄは拡散係数、Ｃｓは飽和濃度、Ｃは溶液中の薬剤
濃度、ｈは拡散により濃度勾配の生じている部分の厚さである。対流による混合がほぼ一
定であり、沈降条件が維持されるとすれば、溶解により減少する表面積を除いては、すべ
てのパラメーターは一定である。その結果、時間の関数としての放出速度は、溶解してい
く材料の形状に依存する。粉末の溶解はヒクソン・クロウエルの立方根則でよく説明でき
る（マーチン　Ａ．　物理薬学　４版　フィラデルフィア　リーアンドフェビガー；　１
９９３）（Martin A. Physical Pharmacy 4 th ed. Philadelphia: Lea & Febiger; 1993
）。
【０００６】
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徐放性を有する公知の他の方式の医薬製剤は水に侵食される親水性のマトリックスを使用
するもので、本発明はこの方式の処方に関するものである。これらの処方では放出速度は
次式で示される。
Ｍ（ｔ）／Ｍ（∞）＝ｋ・ｔn

ここで、ｎは基本的な放出速度機構を反映したものである（リトガー、ペパス　制御放出
雑誌　５（１９８７）２３－２６）(Ritger & Peppas, J. Contrl Rel. 5 (1987) 23-26)
。 最も有利な状況は、放出速度が製剤の中に残っている物質の割合、拡散経路の長さ、
または系の形状に依存しないことである。（すなわちｎ＝１）
【０００７】
ホプフェンベルグ関数は、異なった形状の物体の溶解に関する一般関数形を表している。
【数２】

ここで上式の
【外１】

は時間ｔと無限大時間に放出された量、Ｃ0は薬剤濃度、ｒ0は溶解物質の半径の初期値、
ｎは一定厚の平板では１、一定長さの丸棒で２、球体で３とする。溶解面積を一定に保っ
てはじめて溶解物質からの放出速度が一定になる（ロビンソンＪＲ，　リー　ＶＨＬ．制
御された薬剤の放出、ニューヨーク；　マーセルデッカー；１９８７、８６５）（Robins
on JR, Lee VHL. Controlled Drug Delivery, New York; Marcel Dekker; 1987, 865）。
このような系は錠剤のふちを水の浸透性が無い物質でコーティングすることによって得ら
れることが示唆されている（コロンボ　Ｐ、コンテ　Ｕ，キャラメラ　Ｃ．　ガザニガ　
Ａ、ラマンナ　Ａ．　薬剤放出制御のための圧縮高分子微小マトリックス　制御放出雑誌
　１９８５；　１（４）　２４０）（Colombo P, Conte U, Caramella C. Gazzaniga A. 
La Manna A. Compressed polymeric minimatrixes for drug release control. Journal 
of Controlled Release, 1985; 1(4) 240）。もう一つの方法は減少する表面積を系の内
部にある薬剤の濃度を増加させて補う方法である。（ロビンソン　ＪＲ，　リー　ＶＨＬ
．制御された薬剤の放出、ニューヨーク；　マーセルデッカー；１９８７、５２０）（Ro
binson JR, Lee VHL. Controlled Drug Delivery, New York: Marcel Dekker; 1987, 520
）。
【０００８】
溶解性を示すかあるいは水に侵食される通常の錠剤からの放出速度は次式によく示されて
いる。
【数３】

ここでＣ0はマトリックス中の薬剤濃度、ｒ0とｈ0はマトリックスの半径と高さの初期値
、ｋrとｋhはそれぞれ半径方向と高さ方向の侵食速度または溶解速度を示す。この式は、
流体の速度論的条件により、周辺部の侵食速度または溶解速度が厚さ方向の侵食速度また
は溶解速度とは異なることを意味している（カッツヘンドラー、ホフマン等 １９９７）
（Katzhendler, Hoffman, et al. 1997）。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
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水に対する溶解度の低い薬剤を含む系からの放出速度は、賦形剤の溶解速度と、たとえば
多孔度のようなマトリックスの構造によって大部分制御される。本発明は、従来の一般に
行われている侵食／溶解系と反対に、長時間にわたり薬剤の放出速度が一定になるように
侵食／溶解速度を時間とともに増大させるような侵食／溶解系を構築するという問題の解
決法を提供するものである。
【００１０】
本発明の目的の一つは、長時間にわたって、薬理的に活性のある成分を、減少して行く製
剤の表面積が減少しても放出速度が減少することなく一定速度で放出する徐放性製剤を提
供することにある。
【００１１】
本発明の第２の目的は水に対する溶解度の小さい薬理的に活性のある物質の徐放性製剤を
提供することにある。
【００１２】
本発明の第３の目的は、活性物質を侵食および溶解の一方または両方により放出する徐放
性製剤を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明により本質的に一定の放出速度を実現するには、時間とともに、侵食／放出速度が
増大しそれにより表面積の減少を補わなければならない。これは数学的には放出速度定数
が時間の関数である部分を補正することが必要なことを意味している。
【数４】

ここでｒtとｈtは半径と厚さに関する速度増大定数である。
【００１４】
実際には、放出速度の制御は下記の要素により実現される。
活性のある薬剤の量
マトリックス形成剤の種類
マトリックス形成剤の粘度（すなわち、重合度、分子量）
マトリックス形成剤の量
溶解促進剤の種類と量
可塑剤の種類と量
顆粒の粒径分布
錠剤の形
打錠時の圧力
【００１５】
薬剤：
本発明による薬剤は薬理的に活性のある水に対する溶解度の小さい物質で、溶解度が小さ
いとは本発明においては溶解度が１００ｍｇ／ｍｌ未満を意味している。本発明が適用で
きる特に興味ある薬剤は２０ｍｇ／ｍｌ未満の溶解度を示すものである。これら薬剤の溶
解度が小さいために、水和された高分子マトリックス中での濃度勾配による拡散は微小と
なり、放出速度のごく小さい部分を占めるに過ぎなくなる。
【００１６】
　本発明によるこのような放出挙動を示す製剤に適した薬剤の例は、ジクロフェナクナト
リウム、グリピジド、ニフェジピン、フェロジビン、シサプリド・マレイン酸である。
【００１７】
マトリックス：
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親水性の高分子マトリックスが粒子、薬剤および賦形剤を接着し、マトリックスの溶解を
遅らせ、制御する。
【００１８】
マトリックスを形成する親水性の高分子の例は、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキ
シプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、グアーガム、ポリエチレ
ンオキサイドまたはこれらの混合物である。マトリックス形成剤の比率が高くなるほど放
出速度は遅くなり、このことを放出速度の制御に用いている。マトリックス形成剤は好ま
しくは、１－１０重量％のヒドロキシプロピルセルロースと１０－５０％、好ましくは２
０－３０％のヒドロキシエチルセルロースの混合物である。
【００１９】
浸透剤、溶解促進剤：
この賦形剤は、加えることは任意であるが、水に可溶で他の点では不活性の物質であり、
熱力学的な水の濃度勾配を錠剤中で大きくするために加え、それにより侵食速度、溶解速
度を加速する。このような賦形剤の例は薬学的に許容される水に可溶な物質で、乳糖、シ
ョ糖、グルコースのような糖類、ソルビトール、マニトールのような糖アルコール類、塩
化ナトリウムのような塩類が例示される。
溶解促進剤は３００－１０００ｇ／ｌ、好ましくは５００－８００ｇ／ｌの溶解度を持ち
、処方中で１－５０重量％、好ましくは２０－３０重量％を配合する。
【００２０】
可塑剤：
高分子の性質によっては、顆粒の圧縮時の変形を容易にするため可塑剤を加えてもよい。
ここでの可塑剤は一般的に安全とみなされる（GRAS=Generally Regarded As Safe）不揮
発性の物質であり、マトリックス形成剤のガラス転移温度を低下させることができる。適
当な可塑剤の一例は室温で液状の低分子量ポリエチレンオキサイドである。（例ＰＥＯ　
４００）
【００２１】
結合剤：
最後にあげる任意に加えられる賦形剤は低粘度の高分子結合剤である。このような結合剤
の例はヒドロキシプロピルセルロースとポリビニルピロリドンである。任意に加えられる
賦形剤の一つに、不活性の充填剤があり、特に薬剤の服用量が低い場合にマトリックスの
大きさを調節するために加えられる。
【００２２】
潤滑剤：
ステアリン酸マグネシウムのような従来使用されている潤滑剤はいずれも１－５重量％の
範囲の量で使用することができる。
【００２３】
顆粒化と打錠：
構成成分にマトリックス形成剤を結合剤として用いるか、さらに結合剤を加えて湿式で顆
粒化する。
【００２４】
放出速度と放出速度の促進の度合いはマトリックスへの水の輸送速度により制御される。
水の輸送速度は組成には無関係にマトリックスの多孔度と構造に依存する。これらの要素
は顆粒の粒度分布、顆粒の可塑性、打錠時の圧力と圧力分布により制御される。圧力分布
は錠剤の軸方向の形状によって決まる度合いが高い。
【００２５】
適正に機能を発揮し再現性ある結果を得るには自由流動性を有する顆粒が狭い粒度分布を
有することが必須である。顆粒は圧力下で変形するに足りるだけ十分な可塑性を持ってい
なければならず、打錠時の均一な力の分布が型中で実現できるよう型の軸方向の形状は平
らでなくてはならない。
【００２６】
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以下に示す実施例により本発明をさらに説明する。
【００２７】
【実施例】
（実施例１）
マトリックス高分子の量の変化の効果を示す。
組成（ｍｇ／錠剤）
グリピジド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）
（高粘度品　Ｎａｔｒｏｓｏｌ　２５０Ｍ）６．０、　　８．７、　１２．０、１６．７
、　２０．０、　２５．０
ヒドロキシプロピルセルロース　　　　　　　　　　　　７．８
乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５．２
ＰＥＧ　４００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５．０
ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　１．０
グリピジド、ＨＥＣおよび乳糖は１ｍｍのふるいでふるい強制ミキサーで乾式混合する。
ＨＰＣとＰＥＧはエタノールに溶解し一夜攪拌し完全な膨潤を確実にする。粉末混合物は
高分子溶液とともに流動床で連続的に顆粒化される。乾燥した顆粒は最後にステアリン酸
マグネシウムと混合し、得られた混合物を圧縮して６ｍｍ直径の錠剤にする。０．１Ｍの
ｐＨ６．８の燐酸塩緩衝液中でのＵＳＰ　Ｉの方法による放出挙動を図１に示す。図１に
よれば放出速度はＨＥＣの量で制御できる。
【００２８】
（実施例２）
マトリックス高分子の粘度と量の効果を示す。
組成　ｍｇ／錠剤
グリピジド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
ヒドロキシエチルセルロース（高粘度品）または　　　２５．０
ヒドロキシエチルセルロース（低粘度品、
Ｎａｔｒｏｓｏｌ　２５０　ＨＸ）　　　　　　　　　５０．０
ヒドロキシプロピルセルロース　　　　　　　　　　　　７．８
乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５．２
ＰＥＧ　４００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５．０
ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　１．０
製造法と評価法は実施例１と同様とする。放出挙動は図２に示すが同一の放出速度とする
には低粘度高分子は高粘度高分子の２倍量を要する。
【００２９】
（実施例３）
薬剤量の効果
組成　ｍｇ／錠剤
グリピジド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
ヒドロキシエチルセルロース　　　　　　　　　　　　２５．０
ヒドロキシプロピルセルロース　　　　　　　　　　　　７．８
乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５．２
ＰＥＧ　４００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５．０
ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　１．０
グリピジド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
ヒドロキシエチルセルロース　　　　　　　　　　　　　５．０
ヒドロキシプロピルセルロース　　　　　　　　　　　　７．８
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乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５．２
ＰＥＧ　４００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５．０
ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　１．０
製造法と評価法は実施例１と同様とする。０．１ＭのｐＨ６．８の燐酸塩緩衝液中でのＵ
ＳＰ　Ｉの方法による放出挙動を図３に示すが放出速度はマトリックスで制御され薬剤の
量には影響されないことが分かった。
【００３０】
（実施例４）
組成　ｍｇ／錠剤
ニフェジピン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．０
ヒドロキシエチルセルロース　　　　　　　　　　　　２５．０
ヒドロキシプロピルセルロース　　　　　　　　　　　　７．８
乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５．２
ＰＥＧ　４００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５．０
ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　１．０
製造法と評価法は実施例１と同様とする。放出挙動は図４に示す
【００３１】
（実施例５）
組成　ｍｇ／錠剤
シサプリド・マレイン酸　　　　　　　　　　　　　　４０．０
ヒドロキシエチルセルロース　　　　　　　　　　　　２５．０
ヒドロキシプロピルセルロース　　　　　　　　　　　　７．８
乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５．２
ＰＥＧ　４００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５．０
ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　１．０
製造法と評価法は実施例１と同様とする。放出挙動は図４に示す。放出挙動の違いは薬剤
の溶解速度の違いで説明できるであろう。
【００３２】
【発明の効果】
水に対して低い溶解度を示す薬剤を親水性の高分子マトリックス中に分散または溶解させ
ることにより、一定速度で活性のある薬剤を放出させる製剤とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】マトリックス高分子の量の効果を示す図である。
【図２】マトリックス高分子の粘度と量の効果を示す図である。
【図３】薬剤量の効果を示す図である。
【図４】薬剤の種類による効果を示す図である。
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【図３】 【図４】
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